
◎放送委員会
07月19日(日) 秋田県高等学校アナウンス朗読コンテスト
秋田市文化会館

11月28日(土) 第41回秋田県高等学校放送コンクール兼
秋田市文化会館 第45回全国高等学校総合文化祭（和歌山大会） アナウンス部門　        　入　選　三浦莉々香（東北大会出場）　　奨励賞　加藤侑莉

放送部門秋田県大会兼
第24回東北高等学校放送コンテスト
秋田県大会 テレビキャンペーン部門　　優秀賞　「心」（東北大会出場）
　 ラジオキャンペーン部門　　最優秀賞 「Gifts」（東北大会出場）　　優秀賞　「廻る」（東北大会出場）

◎箏部
12月02日(水)
雄和市民サービスセンター

◎美術部
11月07日(土)～11月10日（火） 第52回秋田県高校総合美術展(美術工芸部門)
アトリオン デザイン部門　推奨　中川舞彩　　入選　松井美優

◎書道部
11月13日(金)～11月16日(月） 第53回秋田県高校総合美術展(書道部門)
アトリオン 入選　安保果音、清水菜央、村木華穂、成田彩乃、大槻果鈴、田賀理々奈、佐藤遥菜、井上奈由、倉部萌、信太美稲、

　　　七島悠梨果、油川陽音、瀧澤未来、戸嶋心聖

◎写真部
10月07日(水) 令和２年度秋田県高文連写真部会中央支部写真展 入選　「自然の対比」　伊勢谷望友、「群青」　柴田咲生
カレッジプラザ 佳作　「希望の灯火」　齊藤まりる、「あの空へ～」　小林大悟
11月25日(水)～11月28日（土） 第53回秋田県高等学校総合文化祭(写真部門) 推奨　「休憩地争奪戦」　小森紗也華
カレッジプラザ、アトリオン 　　　「次の目的地」　小林大悟 　　　　　　　　　　　　

◎囲碁部
07月18日(土) 秋田県高等学校囲碁大会兼段級位認定大会
秋田北高校
10月17日(土) 第33回秋田県高等学校囲碁新人大会 男子２位　石澤響
秋田北高校大会議室 段級位取得者　石澤響（２級）・山城興紀（５級）
11月14日(土) 第34回東北地区高等学校囲碁選手権大会
盛岡市アイーナ

◎音楽部
01月31日(日) 第35回AKITAヴォーカルアンサンブルコンサート 金賞

アトリオン音楽ホール

◎文芸部
05月24日(日) 第81回全県短歌大会（秋田魁新報社主催）
魁新報紙上
07月2日(木) 秋田県歌人懇話会全県短歌大会
紙上大会
08月23日(日) 第23回俳句甲子園　全国大会
愛媛県松山市（リモート開催）
10月17日（土） 令和２年度ビブリオバトル地区大会秋田大会 優勝（チャンプ本）　戸嶋心聖
フォンテ
10月18日（日） 第93回全県俳句大会 入選なし
生涯学習センター
11月17日（火） 第30回秋田県高等学校文芸祭 小説部門　第１席　福田倫生　　第３席　安倍実織　　佳作　相場一杜
カレッジプラザ 俳句部門　第１席　福田倫生　　佳作　外舘翔海

短歌部門　第１席　加藤真綿　　第３席　福田倫生　　佳作　安倍実織
詩部門　佳作　大野陽加子
随筆部門　第２席　福田倫生
文芸部誌部門　佳作　灯　第74号

11月23日（月） 令和２年度ビブリオバトル秋田県大会 入賞なし

12月18日（金） 第23回神奈川大学全国高校生俳句大賞 入選　熊谷京香

◎演劇部
10月16日(金)～18日(日) 第70回中央地区高等学校演劇コンクール 最優秀賞「トリコロール」
秋田県児童会館　けやきシアター

11月27日（金）～29日（金） 秋田県高校演劇発表会 優秀賞「トリコロール」
秋田市文化会館

◎（参考）
11月21日(土) あきた県民文化芸術祭2020 金賞　後藤在希
秋田市 第24回秋田県青少年音楽コンクール声楽部門

　　　　　　　　　　　　入選　　遠藤瑶子

令和２年度　秋田北高等学校文化部・運動部成績一覧（令和３年２月10日現在）

【文化部結果報告】　

アナウンス部門　        優秀賞　宗片那月・永井ちひろ・三浦莉々香
　　　　　　　　　　　　入選　　氏家奈央・河田秀世
朗読部門　　　　　　　　優秀賞　三浦萌那

入選なし

絵画部門　推奨　三浦一華　　入選　柴田芽衣

推奨　近藤華奈、髙橋美凪、齊藤奏愛

ブックリーダー賞　相場一杜

段級位取得者　佐藤永和（３級）・山城興紀（16級）

第53回秋田県高文連郷土芸能・

日本音楽合同発表会

最優秀賞（第45回高総文祭和歌山大会出場）

総合　　　　　　　　　　　優秀賞　　　　　　　　

朗読部門　　　　　　　　　最優秀賞　後藤在希（全国・東北大会出場）　　奨励賞　三船光陽
オーディオピクチャー部門　入　選 「親と子が生きる道」

男子県学校対抗　３位　副将　石澤響

講師秀逸　京野純
講師佳作　外舘翔海

優秀賞　外舘翔海

第３位　ＡＫＴ秋田テレビ賞　加藤真綿
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令和２年度　秋田北高等学校文化部・運動部成績一覧（令和３年２月10日現在）

【運動部結果報告】

◎剣道部
07月18日(土) 秋田県高等学校体育大会剣道競技
広域五城目体育館
10月23日(金)～10月24日(土) 第65回秋田県高体連中央支部新人大会 女子団体　第１位 女子個人　第１位　佐藤悠月
県立武道館 剣道競技 　　　　　第３位　児玉杏菜、小野萌子
11月28日(土)～11月29日(日) 第61回秋田県高等学校新人大会剣道競技 女子団体　第１位　 女子個人　第１位　児玉杏菜　　
県立武道館 東北選抜大会出場 　　　　　第２位　秋山理菜

　　　　　第３位　佐藤悠月、小野萌子
01月30日(土) 第30回全国高等学校選抜剣道大会秋田県予選会 第２位
県立武道館
02月12日(金)～02月13日(土) 第33回東北高等学校選抜剣道大会 出場予定
青森県青森市

◎ソフトテニス部（女子）
07月17日(金) 秋田県高等学校体育大会ソフトテニス競技 女子団体２位 個人戦　第２位　高貝ここあ・京野佑南　
県立中央公園テニスコート 　　　　第３位　加藤桃花・三浦奈歩、小玉萌夏・小玉帆夏
07月26日(日) 第57回全県春季ソフトテニス選手権大館大会 個人戦　第２位　高貝ここあ・京野佑南　
大館市高舘テニスコート
09月11日(金)～09月13日(日) 第62回秋田県高体連中央支部新人大会 団体戦　第３位 個人戦　　　第２位　高貝ここあ・京野佑南
県立中央公園テニスコート ソフトテニス競技
10月03日(土)～10月04日(日) 令和２年度秋田県高等学校新人大会 団体戦　第２位 個人戦　　ベスト８　高貝ここあ・京野佑南
大館高舘テニスコート ソフトテニス大会（女子） 　　　　　ベスト16　本多愛・山内愛乃、新池結希・石井千栄子
11月03日（土） 令和２年度秋田県高等学校ソフトテニス 個人戦　　第２位　高貝ここあ　
大仙市総合公園テニスコート 秋季シングルス大会 　　　　　第３位　山内愛乃、本多愛
12月26日（土）～27日（日） 第53回秋田県高等学校インドアソフトテニス大会 団体戦　第１位 個人戦　　第１位　高貝ここあ・山内愛乃（東北インドア大会出場）
ナイスアリーナ (東北インドア大会出場)
01月14日(木)～01月17日(日) 第52回東北高等学校インドアソフトテニス大会 女子団体　予選リーグ２位
一関市総合体育館 全国選抜代表決定一次戦敗退

◎ソフトテニス部（男子）
07月17日(金) 秋田県高等学校体育大会ソフトテニス競技 団体戦　第１位 個人戦　ベスト８（準々決勝敗退）　佐野涼真・藤原幸洋、与良津志・高橋全
県立中央公園テニスコート
09月11日(金)～09月13日(日) 第62回秋田県高体連中央支部新人大会 団体戦　第１位　 個人戦　第１位　与良津志・髙橋全
県立中央公園テニスコート 男子ソフトテニス競技 　　　　第２位　佐野涼真・茂木晴登

　　　　第３位　船木啓人・綿引光太郎
10月02日(土)～10月04日(日) 令和２年度秋田県高等学校新人大会 団体戦　２回戦　２－１能代　 個人　ベスト16　与良津志・髙橋全
大館市高館テニスコート ソフトテニス大会（男子） 　　　　準々決勝１－２大曲
11月03日(火) 令和２年度秋田県高等学校ソフトテニス 個人戦　予選リーグ敗退　与良津志
大仙市総合公園テニスコート 秋季シングルス大会 　　　　決勝トーナメント進出　髙橋全
12月25日（金）～27日（日） 第53回秋田県高等学校インドアソフトテニス大会 団体戦　１回戦　１－２大館鳳鳴 個人　ベスト８　与良津志・髙橋全
ナイスアリーナ

◎バレーボール部
07月18日(土)～07月19日(日) 秋田県高等学校体育大会バレーボール競技 第３位 １回戦 　 　　秋田北２－０秋田商業
男鹿市総合体育館 ２回戦  　　　秋田北２－０令和

３位決定戦　　秋田北２－０由利
10月23日(金)～10月26日(月) 第１位 １回戦　　秋田北２－０秋田北鷹
ナイスアリーナ ２回戦　　秋田北２－０本荘

準決勝　　秋田北２－１秋田令和
決　勝　　秋田北２－１由利

11月21日(土)～11月23日(月) 令和２年度秋田県高体連中央支部新人大会 第２位 決勝リーグ　　秋田北１－２秋田令和
男鹿市総合体育館 バレーボール競技 　　　　　　　秋田北２－１由利

　　　　　　　秋田北２－１聖霊
01月03日(日)～01月06日(水) 第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会 １回戦　　秋田北０－２富山第一
東京体育館
01月22日(金)～01月24日(日) 令和２年度秋田県高体連新人大会 第２位 決勝リーグ　　１回戦　秋田北２－０由利
ナイスアリーナ バレーボール競技 　　　　　　　２回戦　秋田北０－２聖霊　　　

　　　　　　　３回戦　秋田北２－１秋田令和

◎バスケットボール部（女子）
07月18日(土)～07月19日(日)、 秋田県高等学校体育大会バスケットボール競技 ａブロックリーグ　第４位 秋田北  52－81  秋田中央

23日(木) 秋田北  68－71  金足農業

秋田北高校 秋田北　69－84　令和
11月27日(金)～11月29日(日) 令和２年度秋田県高体連中央支部新人大会 第２位 決勝リーグ

バスケットボール競技（女子） 秋田北   89－64  秋田商業
秋田北   70－56  秋田
秋田北　 84－101　秋田令和

01月22日(木)～01月24日(日) 第62回秋田県高等学校新人バスケットボール 第４位 決勝リーグ
二ツ井町体育館 選手権大会 秋田北   70－103  湯沢湘北
琴丘総合体育館 秋田北   68－ 83  大曲

秋田北　 86－ 89　秋田令和

◎バスケットボール部（男子）
07月18日(土)～07月19日(日)、 秋田県高等学校体育大会バスケットボール競技 ｃブロックリーグ　第２位 秋田北  60－68  秋田
23日(木) 秋田北  60－43  新屋
秋田高校、秋田南高校中等部 秋田北　88－48　由利
11月27日(金)～11月29日(日) 令和２年度秋田県高体連中央支部新人大会 予選リーグ　秋田北 77-58  秋田令和

バスケットボール競技（男子） 　　　　　　秋田北 52-57  由利工

◎卓球部
07月18日(土)～07月19日(日) 秋田県高等学校体育大会卓球競技 男子シングルス　ベスト16　豊田陸斗、工藤柊
由利本荘市総合体育館 女子シングルス　３回戦敗退　和田愛琉、外山瞳玖、荻原詩子
10月30日(金)～11月01日(日） 令和２年度秋田県高体連中央支部新人大会 男子団体　第３位 全県新人出場権獲得　工藤柊、秋元章吾、千釜華、和田愛琉、荻原詩子
にかほ市象潟体育館 卓球競技 女子団体　予選リーグ敗退
10月17日(土)～10月18日(日) ３回戦敗退　工藤柊、豊田陸斗、千釜華、和田愛琉
横手市横手体育館

12月６日(日)～12月８日(火) 令和２年度秋田県高等学校新人大会卓球競技 男子団体　ベスト８
由利本荘市総合体育館 女子団体　予選リーグ敗退　

◎新体操部
10月03日(日） 令和２年度秋田県高等学校新人大会 団体　第１位 個人総合　第１位　小松月渚
御所野学院高等学校 新体操競技 　　　　　第２位　佐藤綾香

　　　　　第３位　佐々木陽愛
03月24日(水)～03月26日(金) 第36回全国高等学校新体操選抜大会
北海道札幌市

◎弓道部
07月18日(土)～07月19日(日) 秋田県高等学校体育大会弓道競技 女子団体　第２位 男子個人　優秀選手賞　嘉藤大太

県立武道館 女子個人　第３位・優秀選手賞　山内美雨
09月04日(金) 令和２年度秋田県高体連中央支部新人大会
県立武道館 弓道競技

10月24日(土)～10月26日(月) 令和元年度秋田県高等学校新人大会弓道競技
県立武道館
02月06日(土)～02月07日(日) 令和２年度秋田県冬季弓道大会
県立武道館

03月21日(日) 東日本弓道大会
北海道函館市

男子団体　第３位

男女とも個人、団体決勝進出ならず

出場予定

出場予定

女子個人Ａブロック　第１位　大竹瑠乙　第２位　小野萌子
　　　　Ｂブロック　第１位　佐藤悠月　第３位　伊吹菜奈

女子団体　第２位
（東日本弓道大会出場）
男子団体　ベスト８

秋田県卓球競技選手権大会兼全日本卓球選手権大
会秋田県予選会

第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会
秋田県予選会

広域五城目体育館、三種町琴丘
総合体育館

茨島体育館、三種町琴丘総合体
育館
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◎水泳部
07月24日(金)～07月25日(土) 秋田県高等学校体育大会水泳競技（中央地区） 第１位　女子50ｍ自由形　　　　　　倉岡桜香
県立総合プール 　　　　女子100ｍ・200ｍ自由形　　髙橋南子

　　　　女子100ｍ・200ｍ平泳ぎ　　宮﨑夢乃
　　　　女子400mフリーリレー　　　小玉・倉岡・宮﨑・髙橋
　　　　女子400mメドレーリレー　　佐藤・宮﨑・小松・髙橋
　　　　男子100m・200mバタフライ　鑓野目遼弥
第２位　女子100m自由形　　　　　　倉岡桜香
　　　　女子100m背泳ぎ　　　　　　佐藤結子
　　　　女子100mバタフライ　　　　小松蒼依
　　　　男子200m自由形　　　　　　三浦瞳真
第３位　女子100m自由形　　　　　　小玉志穂
　　　　女子200m背泳ぎ　　　　　　北島愛子
　　　　男子400m自由形　　　　　　三浦瞳真
第４位　女子200m自由形　　　　　　小玉志穂
第５位　女子100m自由形　　　　　　北島愛子

07月24日(金)～07月25日(土) 秋田県高等学校体育大会水泳競技（全県） 第１位　女子50ｍ自由形　　　　　　倉岡桜香
県立総合プール 　　　　女子100ｍ・200ｍ自由形　　髙橋南子

　　　　女子100ｍ・200ｍ平泳ぎ　　宮﨑夢乃
　　　　女子400mフリーリレー　　　小玉・倉岡・宮﨑・髙橋
　　　　女子400mメドレーリレー　　佐藤・宮﨑・小松・髙橋
　　　　男子100m・200mバタフライ　鑓野目遼弥
第２位　女子100m自由形　　　　　　倉岡桜香
　　　　女子100m背泳ぎ　　　　　　佐藤結子
第３位　女子100mバタフライ　　　　小松蒼依
        女子200m背泳ぎ　　　　　　北島愛子
第４位　女子100m自由形　　　　　　小玉志穂
第５位　女子200m自由形　　　　　　小玉志穂
第６位　女子100m背泳ぎ　　　　　　北島愛子
　　　　男子400m自由形　　　　　　三浦瞳真
第７位　男子200m自由形　　　　　　三浦瞳真

08月01日(土)～08月02日(日) 第43回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 第１位　女子50m・100m・200m平泳ぎ　　　宮﨑夢乃
県立総合プール 夏季水泳競技大会秋田県予選会 　　　　女子100m・200mバタフライ　　　 上村彩夏

兼秋田県水泳競技記録会 　　　　男子50m・100m・200mバタフライ　鑓野目遼弥
第２位　女子50m自由形　　　　　　　　　倉岡桜香
　　　　女子50m平泳ぎ　　　　　　　　　辻春乃　　
　　　　女子100m自由形　　　　　　　　 宮﨑夢乃
　　　　女子400m自由形　　　　　　　　 髙橋南子
　　　　女子100m背泳ぎ　　　　　　　　 佐藤結子
第３位　女子100自由形　                髙橋南子
第４位　女子200m自由形　　　　　　　　 髙橋南子
第６位　女子100m自由形　　　　　　　　 上村彩夏
　　　　女子200m背泳ぎ　　　　　　　　 北島愛子
第７位　女子50m自由形　　　　　　　　　小玉志穂
第８位　女子100m自由形　　　　　　　　 倉岡桜香

09月26(土)～09月27日(日) 第52回秋田県高等学校新人水泳競技大会 女子総合第１位 第１位　女子100ｍ・200ｍ自由形　　 髙橋南子
県立総合プール （４年連続10回目） 　　　　女子100ｍ・200ｍ平泳ぎ　　 宮﨑夢乃

　　　　女子50ｍ自由形　　　　　　 小玉志穂
　　　　女子100ｍ・200ｍバタフライ 上村彩夏
　　　　男子100ｍ・200ｍバタフライ 鑓野目遼弥（※100ｍは大会新）
　　　　女子400ｍフリーリレー　　  小玉・宮﨑・上村・髙橋
　　　　女子400ｍメドレーリレー　　北島・宮﨑・上村・髙橋
第２位　女子100ｍ平泳ぎ　　　　　　辻春乃
　　　　女子100ｍ自由形　　　　　　小玉志穂
第４位　男子200ｍ自由形　　　　　　三浦瞳真
　　　　女子200ｍ平泳ぎ　　　　　　辻　春乃
　　　　女子200ｍ背泳ぎ　　　　　　北島愛子

10月23日(金)～10月24日(土) 第28回東北高等学校新人水泳競技大会 女子総合第２位 第１位　男子100m・200mバタフライ　鑓野目遼弥
　　　　女子100m・200m平泳ぎ　　　宮﨑夢乃
第３位　女子200mバタフライ　　　　上村彩夏
　　　　女子400mメドレーリレー　　北島・宮﨑・上村・髙橋
　　　　女子400mフリーリレー　　　小玉・宮﨑・上村・髙橋
第５位　女子100m自由形　　　　　　髙橋南子
第６位　女子200m自由形　　　　　　髙橋南子
　　　　女子100m・200m平泳ぎ　　　辻春乃

01月17日(日) 第２回秋田県高等学校スプリント選手権大会 第８位　男子50m自由形　　　　　　 三浦瞳真
県立総合プール 第１位　男子50mバタフライ　　　　 鑓野目遼弥

第３位　男子50mバタフライ　　　　 三浦瞳真
第１位　男子100mバタフライ　　　　鑓野目遼弥
第１位　女子50m自由形　　　　　　 髙橋南子
第５位　女子50m自由形　　　　　　 辻春乃
第２位　女子100m自由形　　　　　　髙橋南子
第６位　女子100m自由形　　　　　　小玉志穂
第２位　女子100m背泳ぎ　　　　　　上村彩夏
第６位　女子100m背泳ぎ　　　　　　小玉志穂
第１位　女子50m平泳ぎ　　　　　　 宮﨑夢乃
第１位　女子100m平泳ぎ　　　　　　宮﨑夢乃
第３位　女子100m平泳ぎ　　　　　　辻春乃
第１位　女子100mバタフライ　　　　上村彩夏
第５位　女子100mバタフライ　　　　北島愛子

01月 令和２年度高等学校47都道府県 第36位　男子100mバタフライ　　　　鑓野目遼弥
県立総合プール 通信水泳競技大会 第33位　男子200mバタフライ　　　　鑓野目遼弥

第27位　女子100m平泳ぎ　　　　　　宮﨑夢乃

◎登山部
09月04日(金)～09月05日(土) 第48回秋田県高体連中央支部登山競技新人大会 気象部門　第１位　小松田胡桃
太平山山域
10月31日(土)～11月01日(日) 令和２年度秋田県高等学校新人大会登山競技 小松田胡桃　知識14位　体力14位　天気図９位　読図10位　総合14位
岩城少年自然の家

◎陸上競技部
07月17日(金)～07月19日(日) 秋田県高等学校体育大会陸上競技 男子棒高跳　　　第２位　伊藤聡
県立中央公園陸上競技場 女子棒高跳　　　第１位　佐々木実緒

女子走幅跳　　　第３位　古田萌恵　
女子4×100R 　　第４位

08月27日(木)～08月29日(土) 第62回秋田県高体連中央支部新人陸上競技大会 女子走り幅跳　第２位　古田萌恵
県立中央公園陸上競技場 女子棒高跳　　第２位　佐々木実緒

　　　　　　　第３位　菅原楓理
09月10日(木)～09月13日(日) 第59回全県新人陸上競技大会 女子棒高跳　第３位　佐々木実緒（東北大会出場権獲得）
県立中央公園陸上競技場
10月30日(金)～10月31日(土) 第66回秋田県高等学校総合体育大会駅伝競走大会 混成チームとして出場
大潟村 １時間29分18秒

セントラルスポーツ宮城Ｇ21
プール
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◎バドミントン部
07月18日(土) 秋田県高等学校体育大会バドミントン競技 シングルス　　第１位　工藤凜歩
潟上市天王総合体育館 　　　　　　　第３位　鈴木琉花
07月23日(木)～07月24日(金) 秋田県バドミントンフェスタ2020 ジュニアの部ダブルス　　第３位　工藤凜歩・鈴木琉花
潟上市天王総合体育館 第39回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 ジュニアの部シングルス　第３位　鈴木琉花　ベスト８　工藤凜歩

秋田県予選会代替大会
08月08日(土)～08月09日(日) 秋田県バドミントンフェスタ2020 一般の部ダブルス　１回戦敗退　工藤凜歩・鈴木琉花０－２米本・田中（北都銀行）
美郷町総合体育館リリオス 第71回県民体育大会代替大会 シングルスは大雨のため中止
10月29日(木)～10月31日(土) 令和２年度秋田県高体連中央支部新人大会 学校対抗　第１位 Ⅰ部ダブルス　　第１位　工藤凜歩・鈴木琉花
由利本荘市総合体育館 バドミントン競技 Ⅰ部シングルス　第１位　鈴木琉花　　第３位　工藤凜歩
11月26日(木)～11月28日(土) 令和２年度秋田県高等学校新人大会 学校対抗　第１位 Ⅰ部ダブルス　　第１位　工藤凜歩・鈴木琉花
美郷町総合体育館リリオス バドミントン競技 （東北選抜大会出場） Ⅰ部シングルス　第１位　鈴木琉花　　第３位　工藤凜歩
01月14日(木)～01月17日(日) 第49回全国高等学校選抜バドミントン大会 学校対抗　初戦敗退 女子ダブルス　棄権
ＣＮＡアリーナ★あきた 東北地区予選会 秋田北０－３前沢（岩手） 女子シングルス　初戦敗退

◎ソフトボール部
07月23日(木)～07月25日(土) 秋田県高等学校体育大会ソフトボール競技 第１位 １回戦　16－０角館
由利本荘市ソフトボール場 　　　　13－０能代松陽

　　　　４－０由利
09月12日(土)～09月13日(日) 令和２年度秋田県高体連中央支部新人大会 第１位 総当たりリーグ戦　秋田北１５－０西目　　秋田北５－１明桜
由利本荘市ソフトボール場 　　　　　　　　　秋田北８－４新屋
10月09日(金)～10月11日(日) 第60回秋田県高等学校新人大会 第１位(８連覇) ２回戦　秋田北１９－０由利
由利本荘市ソフトボール場 ソフトボール競技 全国選抜大会出場 準決勝　秋田北１２－１能代松陽

決勝　　秋田北　１－０明桜
10月23日(金)～10月25日(日) 第15回東北高等学校女子ソフトボール選抜大会 １回戦　秋田北３－７千厩（岩手）
川崎運動公園グラウンド
03月20日(土)～03月23日(火) 第39回全国高等学校ソフトボール選抜大会 出場予定
栃木県大田原市
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